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～見つけよう！今、元気なムラの取組～

農山漁村の宝
ディスカバー

む ら



平成25年12月、内閣官房で「ディスカバー農山漁村の宝」有識者懇談会が設置されまし

た。有識者懇談会委員は、農林水産業、農山漁村に造詣が深く、それに関係する活動をさ

れているなど各界の有識者により構成されています。

有識者懇談会において、次の①から③の視点のいずれかにおいて、他地域の参考とな

るような優れた地域活性化の取組を選定しています。

①美しく伝統ある農山漁村を次世代へ継承する取組

②幅広い分野・地域との連携による農林水産業・農山漁村の再生に資する取組

③国内外の新たな需要に即した農林水産業の取組

選定基準

「ディスカバー農山漁村の宝」とは、地方が持つ魅力を「発掘」し、これらを地域活性化に

つなげている優良な事例を選定する取組みです。

「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の有するポテ

ンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向上に取り組んでいる優良な事例を選

定し、全国に発信していきます。

「ディスカバー農山漁村の宝」とは
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選定証授与式 総理らによる激励・意見交換会総理挨拶

公募

有識者懇談会

選定経過

平成26年2月5日～3月5日

平成26年5月13日

251団体から応募

有識者懇談会委員による
審査により、23地区を選定

選定証授与式及び交流会

ロゴマークについて

農山漁村の原風景をモチーフに、知
恵と工夫で地域の特色を生かした地域
住民の絆、たゆまぬ向上心、やさしい
手、温かい手づくりで支えるパワーが、
キラリと光る「農山漁村(むら)の宝」
として輝きを増している様子を表して
います。

○ロゴマークの説明

平成26年６月10日、首相官邸に選定地区代表者を招いて選定証授与式が行われました。

続いて行われた交流会では、選定地区代表者、有識者懇談会委員、政府関係者など約100名が
参加し、地元産品を持ち寄り内閣総理大臣が試食するとともに、活発な意見交換の場となりま
した。

（製作者：松岡 英男 様（グラフィックデザイナー））

「ディスカバー農山漁村の宝」の取組を広く国民の皆様に知って頂くために、ロゴマークの
募集を行いました。
一般公募の結果、5月13日の有識者懇談会において、以下のロゴマークが決定されました。
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む ら「ディスカバー農山漁村の宝」の広報について
む ら

テレビ・雑誌等による紹介イベントへの出展促進

各種メディアとの連携

政府広報とのタイアップ活動

ツーリズムＥＸＰＯジャパン

青空市場×行幸マルシェ

平成26年5月27日 RCC(中国放送)「ＮＥＷＳ６」

毎月第2・4金曜日に東京駅地下行
幸通り地下通路にて農産物直売等
を実施 している（有）青空市場と協
力

平成26年10月17日に開催された
マルシェに、7団体が出展

国内最大規模の旅行展示イベント
「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」 （於：
東京ビックサイト）と協力

平成26年9月27日、28日に開催さ
れた一般来場者向け展示会に、6団
体が出展

○政府インターネットテレビ
「徳光＆木佐の知りたいニッポン!」

○政府ラジオ「Weekly ニッポン!!」

○その他
視覚障害者向け音声広報ＣＤ
「明日への声」

○農林水産省facebookで2地区紹介
・約4,000ビュー、266いいね！及び
・約3,000ビュー、195いいね！
（ともに平成26年9月時点）

○広報誌「aff」で4地区の紹介
（平成26年7月号：2地区、

11月号：2地区（予定））

その他 知事表敬等

民間企業との連携

雑誌「ニューカントリー」平成26年7月号

平成26年6月17日 高知県知事を表敬訪問
(本山町特産品ブランド化推進協議会)

平成26年8月9日 富山県知事が現地を視察
(大長谷村づくり協議会)

ハートランド株式会社
の取組を 動画で紹介

（コクヨ株式会社ホーム
ページ）

富良野オムカレー
の店頭試食会やレシ
ピカード作りに協力

（ハウス食品グループ
イントラニュース）

facebook等による紹介

今回選定された活動のような素晴らしい取組が、今後とも全国へ広がるこ
とが期待されています。
このため、「ディスカバー農山漁村の宝」の取組や、選定された地区の活
動について、様々な機会をとらえて積極的に情報発信を行っています。
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平成26年7月14日～18日
農林水産省「消費者の部屋」展示
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本山町特産品ブランド化
推進協議会

高知県 本山町19
もとやまちょう

「島のめぐみ観光農園」

プロジェクト

長崎県 壱岐市21
いきし

農事組合法人 はなどう

宮崎県 高原町22
たかはるちょう

農業生産法人

有限会社今帰仁アグー

沖縄県 今帰仁村23
なきじんそん

なきじん

住民自治されだに

愛媛県 伊予市18
いよし

一般社団法人

邑南町観光協会

島根県 邑南町15
おおなんちょう

ハートランド株式会社

大阪府 泉南市12
せんなんし

色川地域振興推進委員会

和歌山県 那智勝浦町14
なちかつうらちょう

富良野オムカレー推進協議会

北海道 富良野市1
ふらのし

標津町エコ・ツーリズム
交流推進協議会

北海道 標津町2
しべつちょう

しべつちょう

三陸に仕事を！プロジェクト

岩手県 盛岡市3
もりおかし

一般社団法人

東北食の力プロジェクト

宮城県 仙台市4
せんだいし

特定非営利活動法人

えがおつなげて

山梨県 北杜市7
ほくとし

ハッピーロード
大山商店街振興組合

東京都 板橋区6
いたばしく

認定NPO法人

宍塚の自然と歴史の会

茨城県 つくば市5

株式会社金沢大地・
アジア農業株式会社・金沢農業

石川県 金沢市9
かなざわし

植村牧場株式会社

奈良県 奈良市13
ならし

粟田川流域農地・水・環境を
守る会

広島県 庄原市16
しょうばらし

株式会社篠島お魚の学校

愛知県 南知多町10
みなみちたちょう

農事組合法人

守山女性部加工組合

長崎県 雲仙市20
うんぜんし

もりやま

ふるさと萩食品協同組合

山口県 萩市17
はぎし

有限会社せいわの里

三重県 多気町11
たきちょう

Ⅳ

ＮＰＯ法人

大長谷村づくり協議会

富山県 富山市8
とやまし

おおながたに

21

10

ふらの

「ディスカバー農山漁村の宝」
23の選定地区

む ら



①北海道富良野市

富良野オムカレー推進協議会

～ご当地カレーがつなぐ人の輪・農村の輪～～ご当地カレーがつなぐ人の輪・農村の輪～

○「食観光」による魅力アップを目

指し、多種多様な地元食材を利

用できる「カレー」に着目。

○市職員有志による活動からス

タート。平成21年に協議会を設立

し、組織体制を強化。

○地元食材の使用と、ふらの牛乳
をつけるなどのルールを明確化し、
食メニューを地域ブランド化。

○小中学校やスーパーでのレシピ
カード配布等により、地域に根ざ
した食文化を醸成。

○７年半で50万食を販売し、これまで
の景観に加えた観光資源として確
立。

○地域農畜産物を観光客を通じＰＲ。
地元食材を使う提供店の地産地消
意識を高めた。

富良野オムカレー推進協議会 事務局

北海道富良野市弥生町１－１（富良野市商工観光課内） TEL：0167‐39‐2312  FAX：0167‐23‐2123

○今後、観光地グルメとして引き続
きＰＲし、更なる地域活性化を図
る。

○道内や全国のご当地カレー推進
団体と交流・連携し、ネットワーク
を拡大していく。

富良野オムカレー イベントへの出展

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



②北海道標津町

標津町エコ・ツーリズム交流推進協議会

～農林水産業など地域資源活用型感動交流体験～～農林水産業など地域資源活用型感動交流体験～

○水産物の高度な衛生管理の取
組を、消費者に伝えることを目的
にスタート。

○標津町観光協会を中心に、標津
町役場等の関係者が平成13年
に協議会を設立。

○都市住民に対し、酪農生産者宅へ
のホームステイや水産加工、郷土
料理づくりなど、多様な体験プログ
ラムを提供。

○産地の衛生管理の取組への理解
を促進することにより、安全・安心な
水産物の付加価値を向上。

○毎年約2,000人が体験プログラム

に参加。食材の地元調達率の高ま
りと相まって地域経済に貢献。

○観光客からの評価の高まりを受け、
地域食材を活用した食メニューや
新たな商品を開発。

○今後、体験プログラムの質の向上
や、酪農民泊の拡大に取組み。

○食や地場産品を活用した加工品の
開発とブランド化を図り、雇用の拡
大や定住人口の拡充を推進。

標津町エコ・ツーリズム交流推進協議会

北海道標津郡標津町北２条西１丁目 TEL：0153-82-2131  FAX：0153-82-1787

しべつち ょ う

漁業生産現場の見学 秋鮭加工体験

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



三陸に仕事を！プロジェクト

～浜のミサンガ「環」～～浜のミサンガ「環」～

○復旧期の津波被災地における女
性向けの一時的な地域雇用の創
出を目的とした、働くことで自立す
るためのプログラム。

○被災県の地元マスコミ企業が中
心となり、平成23年6月に設立。

○浜の女性たちを雇用し、漁網を
使用したミサンガを製作、販売。

○メディアを積極的に活用し、社会
の共感連鎖を創出。

○最盛期には約300人の女性が参
加。累計で約１億円の給金を被
災者に支給。

○仮設住宅等において、女性たち
が、地域から離れることなく前向
きに仕事に取組み。

○次の職業への移行のための研
修を行いつつ、ミサンガ事業を縮
小。

○最新冷凍技術を導入した「浜の
番屋料理」の加工販売等、新しい
地域産業づくりに着手。

三陸に仕事を！プロジェクト 実行委員会

岩手県盛岡市本宮５－２－２５（岩手めんこいテレビ内） TEL：019-656-3300

③岩手県盛岡市

たまき

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針

漁網を使用したミサンガの製作 仮設住宅でのミサンガ作り



④宮城県仙台市

東北 食の力 プロジェクト

～生産者支援と飲食店をベースとした、都市と地域をつなぐプラットホームプロジェクト～～生産者支援と飲食店をベースとした、都市と地域をつなぐプラットホームプロジェクト～

○東日本大震災後の経済復興や
人材育成のため、生産者と飲食
店が実行委員会を発足。

○平成25年５月、現行の団体名に
変更し、活動を食に特化。

○生産者と飲食店がダイレクトに取
引・流通を行い、販路を拡大。

○仙台を中心に、行政・外食・生産
者が一体となった海産物等の物
販やＰＲイベントを開催。

○産直共同購入参加店や、生産者
と飲食店との直接流通の拡大に
より収益性が向上。

○メニュー開発を含めた、地域食材
の定番化、地域ブランド化の定着。

○継続性のあるネットワークの確立
に向け、外食関連企業等を囲い
込みながら月例勉強会等を実施。

○首都圏等の消費者にも、地域の
魅力を直接訴えられる機会を設
けていく。

東北 食の力 プロジェクト

仙台市青葉区一番町２－８－１８((株)スタイルスグループ内) TEL：022-738-8835 FAX：022-738-8845

漁業者と飲食店の合同イベント 居酒屋と鮮魚店の連携

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑤茨城県つくば市

宍塚の自然と歴史の会

～里山の自然と智恵と文化の絆を次世代へ～～里山の自然と智恵と文化の絆を次世代へ～

○1980年頃から住民等が行ってい
た自然観察会や探鳥会が定例化。

○気運の高まりを受け、1989年に
任意団体として発足。2010年には
認定ＮＰＯ法人化。

○関東平野有数の里山の植生管
理、在来植物保全のための草刈
り、ビオトープ整備などの環境保
全活動を実施。

○米オーナー制度により、谷津田
の耕作を維持。

○子どもや一般市民を対象とした
自然観察会を年80回開催。

○米オーナー制度等により、約１ha
の水田で生物多様性を保全。

○今後、管理、調査、環境教育等を
総合的に発展させ、里山の恒久
的保全を目指す。

○米オーナー制度の拡充等、周辺
地域住民や地元農家等との連携
を更に深めていく。

認定ＮＰＯ法人 宍塚の自然と歴史の会

茨城県つくば市上ノ室２９２番地５ TEL:029-857-1555 FAX:029-857-1555

し し づ か

田植え体験 雑木林の植生管理

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑥東京都板橋区

ハッピ－ロ－ド大山商店街振興組合

～全国ふる里ふれあいショップ「とれたて村」～～全国ふる里ふれあいショップ「とれたて村」～

○食の信頼やふるさとの食材や暮
らしへの消費者の関心の高まり
へ商店街として対応。

○商店街と農山漁村が互いに支援
しあう、継続性と相乗効果のある
事業モデルを研究し、平成17年
に開始。

○全国16の自治体と契約し、農産
品・加工品を都心で販売。

○都市ユーザー視点からのアドバ
イスや訪問ツアーを産地が受け
る一方、生産者側が都心を訪問
し、児童生徒の食育実施等の社
会活動を実施。

○開店８年目を迎え、「とれたて村」
での販売は年間約５千万円（25年
度見込み）。

○人気者の生産者や定番商品が多
く生まれ、産地のやる気向上にも
貢献。

○消費者ニ－ズに対応するため、
「とれたて村」型の農家レストラン
を研究中。テストイベントを開始
予定。

○要望に応じ、産直ショップ計画へ
の支援等、蓄積したノウハウの伝
授にも対応していく。

ハッピ－ロ－ド大山商店街振興組合

東京都板橋区大山町４９－１ハロ－プラザ２Ｆ TEL:03-3973-0055 FAX:03-3973-0660

とれたて村 生産者イベントの開催

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑦山梨県北杜市

えがおつなげて

～都市と農村をつなぐ企業ファ－ム～～都市と農村をつなぐ企業ファ－ム～

○全国からボランティアを募り、耕
作放棄地を開墾。３年間で千人
超が参加。

○再生した耕作放棄地の安定的な
維持管理のため、平成16年、「企
業ファ－ム」事業を開始。

○耕作放棄地の再生から、農作物
の栽培、収穫までの一連の作業
を企業と連携して実施。

○10社の企業と連携。企業毎に特
徴ある農地の活用（社員研修、顧
客の体験ツアー、商品開発等）を
展開。

○企業ファ－ム事業により、これま
で３ｈａ以上の耕作放棄地を再生。

○年間約50回の都市農村交流ツア
－が実施され、地域住民、民宿、
物産販売施設などを巻き込み、
地域全体を活性化。

○今後、連携企業間の交流・連携
を図り、各々の取組みや地域全
体の価値向上を目指す。

○全国各地に「企業ファ－ム」モデ
ルを移転できるコーディネート人
材を育成する。

特定非営利活動法人 えがおつなげて

山梨県北杜市須玉町大豆生田１１７５ TEL:0551-42-2845 FAX:0551-42-3658

ほ く と し

田植え 開墾作業

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑧富山県富山市

大長谷村づくり協議会

～ な が た ん 農 援 隊 ～～ な が た ん 農 援 隊 ～

○急激な過疎化が進む中、平成17
年に協議会を設立し、都市農村
交流活動を推進。

○平成22年、リピーターとなる都市
住民を集め、「ながたん農援隊」
を発足。

○山菜やキノコの収穫、有機野菜作
り等の里山体験を実施。炭焼きや
輪かんじき作り等、伝統文化も継承。

○各種ワークショップ、基調講演の実
施や、山菜イタリアンの開発等。

○登録隊員数は100名超。富山県内
のみならず、関東・東海・関西まで
広域的な交流が定着。

○食材をテーマにした交流の結果、
食文化の再発見や、新たな調理方
法の創出等の効果。

○現在、年間約1,000人の訪問者
数を5,000人程度まで拡大するこ
とを目指す。

○各地での講演、事例紹介等によ
り、他地域との連携を強化してい
く。

大長谷村づくり協議会

富山県富山市八尾町庵谷１０ TEL：076-458-1415  FAX： 076-458-1415

お お な が た に

の う え ん た い

隊員による野菜作り 山菜イタリアン

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑨石川県金沢市

（株）金沢大地／アジア農業
（株）／金沢農業

～能登の里山里海を再評価し、有機農業を推進～～能登の里山里海を再評価し、有機農業を推進～

○環境保全型農業を実施するため、
平成９年、金沢農業を設立。

○有機農産物の加工・販売のため、
平成14年に金沢大地を設立。

○耕作放棄地再生等のため、平成
21年、アジア農業を設立。

○米、麦、大豆、蕎麦、野菜等を有
機栽培。経営面積337haの日本
最大規模の有機農業経営体。

○伝統製法にこだわった調味料、
豆腐、納豆、スイーツ等、100品

目超の加工商品をインターネット
や直営店で販売。

○経営面積は平成９年の45haから、
平成24年には337haまで拡大。食
料自給率向上等に寄与。

○自社ネットショップでの売上高は、
８百万円（平成20年度）から26百
万円（平成24年度）まで拡大。

○能登の里山里海の世界農業遺
産認定を契機に、更なる能登ブラ
ンドの商品開発を推進。

○サポーターとの顔の見えるつな
がりを活かした、農場体験の提供
等を通じて、地域振興に貢献。

（株）金沢大地

石川県金沢市八田町東９ TEL：076-257-8818  FAX： 076-257-8817

有機大豆のほ場 加工商品

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑩ 愛知県 南知多町

（株）篠島お魚の学校

～島の旨いを届けたい！！篠島お魚の学校～～島の旨いを届けたい！！篠島お魚の学校～

○農林漁家民宿の活動を発展させ、
平成22年、体験・加工施設「お魚
の学校」をオープン。

○平成25年、南知多町で初の６次
化産業化認定を取得。

○特産品であるえび、しらす、わか
め等を活用した新商品を製造・販
売。

○家族のとった魚貝を都市住民に
調理方法を紹介しながら販売。

○漁業体験や魚料理体験により、
魚食普及活動を展開。

○販売商品の購入者が、食堂や民
宿を訪問する相乗効果を発揮。

○同時期に６次化の認定を受けた
近隣の３者と結集して、県内外へ
の情報発信を強化していく。

○新たにオープンした「道の駅・篠
島」で販売するための新商品を開
発する。

（株）篠島お魚の学校

愛知県知多郡南知多町篠島浦磯3-17 TEL：0569-76-2929  FAX：0569-67-3191

し の じ ま

魚料理体験 大アサリ

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑪三重県多気町

（有）せいわの里

～豊かな資源と先人の知恵で農村と都市を繋ぐ～～豊かな資源と先人の知恵で農村と都市を繋ぐ～

○農業後継者不足と農地の荒廃が
進む中、平成15年、地元の女性
が中心となり、設立。

○平成17年、地域農産物を提供し、
加工品を製造・販売する農村レス
トラン「まめや」を開店。

○農村レストランにおいて、地域農
産物を使用した農村料理を提供。

○地域農産物を加工したオリジナ
ル商品を約70アイテム開発・販売。

○農村レストラン等で総勢52人のス
タッフを雇用。

○地域イベント等を含め、県内外よ
り年間約30万人程度が地域を訪
問し、活性化。

○農産物の供給や労働、知恵を提
供し合うことで、豊かな農村資源
の掘り起こしと技術の伝承を推進。

○首都圏への商品進出を足がかり
に「地産都商」を更に展開。

（有）せいわの里

三重県多気郡多気町丹生5643番地 TEL：0598-49-4300  FAX：0598-49-4300

たきちょう

農村レストラン「まめや」 農村レストラン店内

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑫大阪府泉南市

ハートランド（株）

～障害者雇用の職域として農業の可能性へのチャレンジ～～障害者雇用の職域として農業の可能性へのチャレンジ～

○コクヨ・グループが、障害者雇用
促進を目的として、平成18年、設
立。

○障害者の職域として農業に着目
し、研究・検討の上、農地を取得
し、操業を開始。

○延べ約100名／週の障害者が作
業参加し、サラダほうれん草など
葉菜類を水耕栽培。

○大手スーパーや百貨店等、農産
物の販売先を確保。

○特例子会社として初めて農業分
野に参入し、障害者雇用によるビ
ジネスモデルを確立。

○視察の受入れ、助言、販路の紹
介等を行い、取組の展開にも寄
与。

○サラダほうれん草を使用したレト
ルトスープ等、高付加価値商品の
加工・販売にも取組み。

○障害者が主人公の経営を継続し、
障害者雇用における農業の可能
性について情報発信。

ハートランド（株）

大阪府泉南市幡代２０１８番地 TEL：072-480-0567  FAX：072-480-0321

サラダほうれん草の水耕栽培 加工商品の開発

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑬奈良県奈良市

植村牧場（株）

～日本一遅れた牧場と奈良の名物アイス～～日本一遅れた牧場と奈良の名物アイス～

○明治16年、健康のため１頭の牛
を飼い、近所に余った牛乳を配っ
たことを契機に創業。

○30年前、人手不足の中、職業安
定所に紹介され、障害者の雇用
をスタート。

○障害者14名（うち住み込み９名）、
高齢者４名を常時雇用して牧場を
経営。近隣に牛乳を配達。

○自家生乳でアイスクリーム等を製
造、販売。県や大学と共同で新商
品も開発。

○県内外からの講演依頼や、マス
コミからの取材依頼に応じ、知見
を広く共有。

○奈良市が開館した「奈良まちかど
博物館」の一つとして位置づけら
れ、多数の観光客も来訪。

○引き続き、「植村ブランド」の信用
を堅持し、地道・着実な成長を図
る。

○今後、地元で採れた野菜等を活
用した新たな名物となる商品を開
発。

植村牧場（株）

奈良県奈良市般若寺町168 TEL：0742-23-2125  FAX：0742-23-2126

牛舎 牛乳

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑭和歌山県那智勝浦町

色川地域振興推進委員会

～移住者受け入れをバネに地域再生～～移住者受け入れをバネに地域再生～

○町から示された活性化策を受け、
色川地域内の９集落がそれぞれ
の課題を明確にし、対策を検討。

○検討の結果、具体的な取組を一
体的に行うため、平成３年、地区
区長連合会により設立。

○新規定住希望者や農業実習希
望者などの受入を、９集落が地
域ぐるみで一体的に対応。

○田舎暮らしに関心のある者に２
泊３日の民泊や、農業体験を提
供。ホームページや地域内新聞
等により情報発信。

○これまでに約180人が新規定住。
地域人口の４割以上。

○移住者の区長経験者が10人以
上いる他、地区消防団員の７割
以上を移住者が占めるなど、地
域の一体化も促進。

○今後、持続的な地域社会の実現
を目指し、地域間連携による広域
でのビジョンづくりを進める。

○そのため、色川発のＮＰＯ法人組
織を立ち上げ予定。

色川地域振興推進委員会

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野2228-1 TEL：0735-56-0101  FAX：0735-56-0101

い ろ か わ

農業体験交流 体験・交流施設を建築

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑮島根県 邑南町

邑南町観光協会

～Ａ級グルメ立町の実現を通じた雇用機会の拡大プラン～～Ａ級グルメ立町の実現を通じた雇用機会の拡大プラン～

○観光資源の開発と育成、情報発
信を目的として、平成19年設立。

○「Ａ級グルメ」として、地域に根ざ
した農業や食に関する各種事業
を展開。

○観光協会が地元産品を使ったイ
タリアン・レストランを運営。地産
地消率は95％。

○レストランを拠点に、農業から料
理、店舗経営までを一貫して行え
る「食の人材育成」を実施。

○町内で168名の雇用を実現。年
間約2500万円を売り上げ、地域
を活性化。

○シェフ、パティシエなど含め38名
のＵＩターン者を誘致。新規定住
者の視点で地域の魅力を発掘。

○今後、国内だけに留まらず、海
外に輸出することで、更なる販路
拡大及び雇用の確保に取組み。

○地域住民による食に関する商品
開発等を後押しする「食の学校」
を開設。

邑南町観光協会

島根県邑智郡邑南町矢上７１５４－１０ TEL:0855-95-2369 FAX:0855-95-0209

お お な ん ち ょ う

おおなんちょう

地産地消レストラン 「食の人材育成」の様子

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



粟田川流域農地・水・環境を守る会

～美味しいお米の故郷をみんなのふるさとに～～美味しいお米の故郷をみんなのふるさとに～

○昭和58年、地域の米農家と大阪
の消費者グループが交流会を開
始。

○東日本大震災後は、米袋にメッ
セージを記した米を贈り、被災地
とも交流。

○大阪や広島の消費者グループと、
田植交流会や収穫感謝祭を実施。

○地元及び都市部の子どもを対象に
アイガモ農法による農業体験等を
実施。

○田植交流会の開催も27回目を迎
え、年々参加者も増加。昨年の参
加者は約200名。

○品質にこだわった米作り、安全性
の可視化、消費者への食育など
を行い、ブランド化を確立。

○消費地や被災地と構築してきた
ネットワークを継続、強化していく。

○水田と畦畔を効率的に管理しつ
つ、米のブランド化を進め、継続
的な生産と文化の伝承に努める。

栗田川流域農地・水・環境を守る会

広島県庄原市東城町栗田２９３９ TEL:08477-2-2528 FAX:08477-2-2528

⑯広島県庄原市
しょうばら

あ わ た が わ

春の田植交流会 秋の収穫感謝祭

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑰山口県萩市

ふるさと萩食品協同組合

～萩の地魚、もったいないプロジェクト～～萩の地魚、もったいないプロジェクト～

○漁協や鮮魚仲買等が協力して
「道の駅・萩しーまーと」を設置・
運営するため、平成11年、設立。

○平成21年、一部の魚種が正当に
評価されていないのは「もったい
ない」との観点から、プロジェクト
を立ち上げ。

○萩の金太郎（ヒメジ）等、地元の
低利用魚種の利用価値を発見し、
メディア等を通じ魅力をアピール。

○マーケットインによる類似商品の
ない加工品の開発と、大手卸売
業者との連携等による販路拡大。

○地元産マイナー魚種であった「萩
の金太郎」等の利用が大幅に増
加し、萩の名物魚種の仲間入りを
果たした。

○地元消費額も飛躍的に増加し、
生産者魚価も、1.5～２倍に上昇。

○各種視察の受入に加え、全国各
地でプロジェクトの活動を紹介し、
他地域での普及展開を図っていく。

○「ニッポン雑魚選手権大会」の開
催を検討中。

ふるさと萩食品協同組合

山口県萩市椿東４１６０－６１ TEL:0838-24-4937 FAX:0838-24-1192

品評会への出展 開発商品

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑱愛媛県 伊予市

住民自治されだに

～都市との交流による循環型環境保全活動～～都市との交流による循環型環境保全活動～

○少子高齢化が進行する中、平成
19年、地域の全員を会員とする
住民自治組織を発足。

○農家の高齢化や後継者不足等
に対応するため、地域ぐるみで効
果の高い共同活動を実施。

○今後、各企業等が得意分野を活
かして、地域に貢献できるよう、
調査・研究を進めたい。

○耕作放棄地や雑木林の活用方
法について、他地域へノウハウを
提供していきたい。

住民自治されだに

愛媛県伊予市中山町佐礼谷１１８３－７番地 TEL:090-1573-3506 FAX:089-968-0535

○県のボランティア派遣制度を活用し、
大学や企業からボランティアも活動
に参加。参加人数は年々増加。

○耕作放棄地や雑木林、空き家等を
再生することで、環境の美化だけで
はなく、地域外からの受入体制の構
築にも寄与。

○雑木林の整備や河川のヨシ刈り等
の環境美化活動を行うとともに、こ
れを地域外の人の体験活動として
交流にも活用。

○耕作放棄地を活用した芋掘り等の
体験活動や、地域産品を活用した
「ゆずこしょう」等の商品開発。

河川のヨシ刈り 耕作放棄地を活用した体験活動

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑲高知県本山町

本山町特産品ブランド化推進協議会

～誇れる田舎「土佐天空の郷」を目指して！～～誇れる田舎「土佐天空の郷」を目指して！～

○平成20年、地域農家主導により、
経営安定や棚田保全のため、町
産米のブランド化を目的として発
足。

○県事業を活用し、ハード・ソフト整
備を農家と一体となって推進。

○海洋深層水を利用した特徴ある
旨みの開発等により、地元棚田
米（ヒノヒカリ）を、 「土佐天空の
郷」としてブランド化。

○棚田を核とした、田んぼアートな
どによるファンイベントの開催。

○2010年のコンテストにおいて最優
秀賞を受賞（西日本で初、コシヒ
カリ以外で初）。

○「土佐天空の郷」を冠とした焼酎、
濁酒、茶粥の開発にも発展。

○安定した出荷数の確保、品質向
上、ネット通販、都市部での販売
促進活動により、更なる売込みを
図る。

○ネットワークを構築、強化し、環
境、人、伝統などの農村の魅力を
継承していく。

本山町特産品ブランド化推進協議会

高知県長岡郡本山町北山甲２６８－５ TEL:0887-76-4333 FAX:0887-76-4323

ファンイベント

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針

ブランド米の生産（深層水の散布）



⑳長崎県雲仙市

農事組合法人守山女性部加工組合

～世界に認められた伝統野菜「雲仙こぶ高菜」で地域おこし～～世界に認められた伝統野菜「雲仙こぶ高菜」で地域おこし～

○昭和６３年より、農家の女性達が
厳選した材料を用い、農産加工
品を生産、販売。

○平成17年より、希少な伝統野菜
「雲仙こぶ高菜」の加工と販路開
拓に取組み。

○郷土の食文化を守り継ぐため、
伝統野菜「雲仙こぶ高菜」の栽培
と加工品の開発、販売に取組み。

○地域の子どもを対象とした栽培、
収穫、調理体験を実施。

○当初３名だった生産者が今では
11名になり、生産量も年々増加。

○雲仙市、長崎県、食品産業セン
ターから、ブランド認定等を受け、
販路も開拓。

○スローフード国際協会から、「味
の箱船」に認定されたことを受け、
世界に情報を発信していく。

○国内外から多くの視察を受け入
れており、ネットワークを構築、強
化していく。

農事組合法人守山女性部加工組合

長崎県雲仙市吾妻町古城名４７－１ TEL:0957-38-2641 FAX:0957-38-2678

も り や ま

雲仙こぶ高菜 雲仙こぶ高菜料理

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



㉑長崎県壱岐市

「島のめぐみ観光農園」
プロジェクトチ－ム

～壱岐の島が元気になれば、日本が世界が元気になる！～～壱岐の島が元気になれば、日本が世界が元気になる！～

○地域の魅力を発信し、安心安全
な食材を提供、販売するため、有
機農業に取組み。

○島ならではの循環型社会の実現
と島の活性化を目指して、各種の
取組を展開。

○耕作放棄地を活用して有機農業
を展開。

○収穫物や地場海産物を利用した
加工品の開発と販売。

○インターネットを通じて積極的に
商品を販売。「鯛茶漬け」が国際
線の機内食に採択。

○交流人口の拡大により地域に雇
用の場を創出。

○取組が島全体の農業に影響力を
及ぼすよう、商品開発や商品が
売れる仕組作りに努める。

○安心安全な食材の島として情報
発信を行い、全国の離島の指針
を目指す。

『島のめぐみ観光農園』プロジェクトチ－ム

長崎県壱岐市勝本町立石西触７７ TEL:0920-43-0016 FAX:0920-43-0847

い き

有機農業 加工品（鯛茶漬け）

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



㉒宮崎県高原町

農事組合法人 はなどう

～麦を中心とした６次産業化にパワ－全開～～麦を中心とした６次産業化にパワ－全開～

○耕作放棄地解消のため、平成17
年、集落営農組合を設立。農地
集積により米麦の栽培面積を拡
大。

○平成21年、直売所を開設し、６次
産業化に向けた取組を開始。

○県内の企業と連携し、米麦を加
工したオンリーワンの商品開発を
行い、直売所で販売。

○古民家レストランの経営や女性
部による人材育成、食育活動も
展開。

○直売所を構成する生産者の所得
向上や生産意欲の高まり等によ
り、地域活性化に大きな成果。

○複合的な事業展開により年間を
通した雇用の場を創出。

○今後、米麦の栽培面積を集積・
拡大し、県内外の企業とのタイ
アップによる６次産業化の取組を
更に推進していく。

○古民家宿泊やグリ－ン・ツ－リズ
ムへの取組により、新たな需要を
掘り起こしていく。

農事組合法人 はなどう

宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田７８８番地２ TEL:0984-42-1839 FAX:0984-42-1840

たかはるちょう

直売所 女性部による活動

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



㉓沖縄県 今帰仁村

農業生産法人 今帰仁アグー

～琉球弧の在来家畜資源を利活用した産業化～～琉球弧の在来家畜資源を利活用した産業化～

○伝統行事や食文化等、地域の多
様性を保全するため、平成10年
に11名で活動を開始。

○在来種の系統維持、地域産業の
振興を目的として、平成15年、農
業生産法人を設立。

○伝統ある琉球豚の飼育と加工食品
の販売。

○視察の受入や講演会を通じた琉球
在来種の普及活動を実施。

○平成25年、琉球豚の生産拡大及
び加工、販売促進について、６次
産業化認定を取得。

○農畜産物や食の多様性を保全す
るとともに、在来家畜を利用した
伝統ある儀礼行事を通じて集落
の絆を強化。

○今後、在来家畜の遺伝資源の有効
利用を促進するためにも、経済的に
自立できる産業モデルを確立し、他
地域に拡大していく。

○国際的なアピールや安全性の認知
促進のため、スローフード協会の
「味の箱船（アルカ）」を申請中。

農業生産法人 今帰仁アグー

沖縄県国頭郡今帰仁村字運天９２７番地 TEL:0980-56-3543 FAX:0980-56-2349

なきじんそん

な き じ ん

りゅ うきゅうこ

在来豚 農業高校生の視察受入

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



「ディスカバー農山漁村の宝」選定事例集 平成26年10月発行

【お問い合わせ先】
農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課 活性化推進班
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

電話（直通）：03-3502-5946 ファックス：03-3595-6340

【「ディスカバー農山漁村の宝」ホームページ】
URL： http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/discover.html

事例に関するお問い合わせや本事例集に対するご意見等がございましたら下記またはお近くの地方
農政局（沖縄県については沖縄総合事務局）までご連絡下さい。

む ら

む ら




